
第 1490 回例会 2017・9・5          ﾆｺﾆｺ本日 7,000 円   累計 196,932 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間         堀江 大 

8 月 29 日 毎月 29 日は肉の日 今日は焼き肉の日 

 人材育成  

育て方によってジンザイは 

人財・・・・無くてはならない人 

人材・・・・言ったことをそつなくやってくれる人 

人在・・・・普通とおりの人 

人罪・・・・会社に不利益を与える人 

人を育てることは大変です。 

 

 本日と来週（9/5） 細井 保雄ガバナー様 作詞・

作曲の ロータリーを他人
ひ と

に告げる歌 の練習を

致します。   

来週は木川ガバナー補佐様の訪問があります。会

員全員のご出席をお願い致します。 

  

幹事報告         石井 秀夫 

理事会報告 

♥ 9 月 5 日（火）木川ガバナー補佐訪問 11 時～ 

♥ 9 月 11 日（月）ガバナー公式訪問  

♥ 秋の親睦ゴルフ・・・11 月 21 日（火） 

飯能グリーンゴルフ 

♥ 退会会員への訃報連絡・・・退会 5 年までの方へ

連絡する。退会 5 年まで在籍 10 年の方へ弔尉金

等を贈与する。 

 

幹事報告 

✿2017 年 9 月ロータリーレート 1$＝109 円 

✿RLI（ロータリー・リーダーシップ・研究会)セミ

ナー パートⅠ・Ⅱ・Ⅲ・DL 養成講座開催に伴

う出席督励に伴う出席のお願い 

✿第 3 グループ・マイロータリー研修セミナー「新

しくなったマイロータリーについて」 開催のご

■出席報告 

月 日 8/29 

会員数 29 

出席者 27 

出席率 93.1％ 

前回修正 96.6％ 

 

金岡 悟 

 

 

 

川島 昇 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

9/5  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

9/12 例会振替 9 月 11 日 

所沢市内 5 ｸﾗﾌﾞ合同 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

9/19  例会場変更 

✿9 月会員誕生 

堀江 大  荻野 陽一 

本橋源太郎 

✿9 月ご夫人誕生 

小暮 幸子 須澤 弘子 



案内 10 月 13 日(金) 

 14：00～ 狭山市勤労福祉センター 

✿「ロータリー米山」 ファイル共有サービス名変

更の影響について 

✿米山梅吉記念館・・・・賛助会員ご入会のお願い 

✿20017-18 年度 米山月間 米山記念奨学部門 

卓話の件・・・10 月 17 日(火) 

✿週報・・・新所沢 RC 

✿ 9 月 19 日（火）移動例会ランチのご案内を FAX

させて頂きました。大勢の会員・ご夫人のご出席

をお待ち致しております。 

 

ニコニコボックス      中村 茂 

堀江 大  片平様、本日も宜しくお願いします。 

石井 秀夫 片平様、本日は有り難うございます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

本橋 正夫 本日の講師 片平様大変お世話になり 

ます。無理を言ってすみません。宜し

くお願い致します。 

山田 富男 片平先生、本日は宜しくお願いします。 

内田 学  片平様 本日は宜しくお願い致しま

す。理事会遅刻しました。 

室伏 秀樹 本日欠席します。 

大舘 信夫 前回欠席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 「17 年度の埼玉西武ライオンズの 

奇跡と今後の展開とは」 

(株)イースト アストライア 監督   

プロ 野球解説者 

              片平 晋作様 

昨年度  

3 年連続「B クラス」が続いている埼玉西

武ライオンズ！ 地元の方達もここ 3 年間

西武にチーム力はあるも、B クラスでイラ

イラさせられていたこの 3 年間と思われま

す。今回は、今年の西武ライオンズは昨年

度と何処が変わったのか？をテーマにさせ

て頂きます。 

練習方法の違い？  

今年のキャンプでは、打撃強化というより

「フィジカル面とディフエンスを考え直す

キャンプへチームが勝つにはどうすれば良

いのかを前提に「練習・休養」のバランス

を考え直す。 

守りと走塁 

 フィジカル面はプロなら当然！大切な所

は「ディフエンス面と走塁で野球を考え直

す」 

＊走塁で、走者に出るにはどうするか？得

点を取るには 2 塁にどう進めるか？  

＊守備側ではどうすれば、出塁を防ぐか？

どうすれば得点をやらずにすむか？ 

と考える。 

キャンプで徹底的に鍛えたようである。 

故障者 ０  

オープン戦に入り、キャンプ上手く進み、

故障者も無くスキル面に集中しチームプレ

ーに集中。昨年度までこの時点で故障者が



多く出て、全員でチームプレーに集中出来

なかった。今年は、開幕時、故障者「０」

で迎える。昨年度は岸投手・中村選手など

主力選手に多く故障者が出ていて開幕から

苦しむ。 

菊池の存在  

チーム全体の成績はまずますのスタート！

投手陣では菊池が岸の FA 移籍でいなくな

るが却ってエースとしての菊池に自覚が出

て投手陣に良い影響を与える。（2 段モーシ

ョン）菊池・十亀・ウルフ・野上・多和田・

岡本・先発 6 枚！勝利の方程式・牧田・シ

ュリッター・増田 

野手陣  

野手陣、中村故障せずシーズン向かえ・秋

山・浅村・メヒア・栗山・炭谷・森・金子

と順調 

13 連勝の要因  

シーズン途中、一番印象的な話題は、8 月

に 13 連勝！ここ数年考えられない功績。 

投手陣では「菊池・ウルフ・多和田・十亀・

岡本」が順調に働く。 

打線  

野手陣では秋山・源田・浅村・中村・メヒ

ア・栗山・山川・炭谷・金子と切れ目無く

仕事する。 

守備面 

 守備面！外野では秋山・金子・内野では源

田はどれだけ安打を防いだ？大きい 

ｹﾞｰﾑ差 5.5  

7.8 月頃には首位に迫る勢い、首位に 11 ゲ

ーム離れた所から 5 ゲーム差まで縮める。

（唯、13 連勝の反動？8 月末チーム全体現

在はまた 10 ゲーム差・調子を落とす？）

しかし昨年の 8 月と比べ、確実にチーム力

は上がる。 

プレッシャー  

3.4 月~7 月の戦いはプレッシャーの無い立

場で 2 位と 8 ゲーム・4 位と 10 ゲーム差欲

無し。唯、今後 9 月～は目に見えないプレ

ッシャーが襲ってくるであろう。 

 

辻監督  

終盤、西武上位に食い込み・CS に勝利？

辻監督の「マネージメント」が左右する。

辻監督は西武の初代黄金期、広岡監督の教

えを経験している。これがどう生きてくる

か？ 

キーマン ここまで西武、3 位に食い込めた

のは、投手では菊池・ウルフ・野上・多和

田・十亀 野手では秋山・浅村・中村・メ

ヒアが働くのは当然！ 

 注目すべき選手は、岡本 野手では源田・

金子・山川  特に内野手源田は昨年度ま

で埋まらなかった遊撃手の「源田」でこれ

でセンターラインが揃う！打撃では中村

に代わって登場してきた「山川」であろう。

これは大きかった。 

最後には  

チームの勢いには色々あるが、逆転 2 位ま

で狙える可能性が出てきた。後は、過去の

３年間のBクラスの負け犬根性を払拭する

ぐらいの「必死さ」が必要である。 

 

最後に！ 女子プロ野球界、どうか皆様興 

味を持って頂きたいと願います。女子プロ野

球が発足 8 年目！関東進出し 5 年目（初代優

勝）年々力が落ちている。ホームタウン（川

口市）を昨年から結んで頂きかなりさいたま

（地域密着を）根付きだし神宮球場では 7800

人のお客様に来て頂き（平均 7～800 名）徐々

に観客数が増える！1 チーム 16 名・試合数は

44 試合・他、テｲアラ・ジャパン・女王決定

戦が組み込まれる。 

A は、監督がコロコロ変わり首脳陣も当然 

変わり、チーム力の結束が今ひとつとなり、

3 位に低迷している。ここもやはりリーダー

と質の両面を考え直さねば。どうすればまた

過去のように優勝出来るチームに変身させ

るか。現時点での課題。どうか皆様、ここで

卓話させて頂いているのも何かのご縁、どう

かお友達をお誘いして頂き、球場に足をお運

び頂きたく、切にお願い申し上げます。 

 今週の担当  大舘 信夫 


